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は じ め には じ め に

荒川ブランド荒川ブランド
～伝統工芸品・荒川マイスター製品編～～伝統工芸品・荒川マイスター製品編～

「モノづくりの街」 荒川区は、東京の北東部、隅田川沿いに位置し、

歴史ある神社仏閣等の文化財、地域のお祭りや縁日、伝統工芸、商店街など、

都電の走る下町情緒あふれたやすらぎと楽しさが感じられるまちです。

こうした荒川区の魅力を広く情報発信するための事業の一つとして、

区民に親しまれている優れた商品を 「荒川ブランド」 として紹介しています。

　この冊子では、荒川区伝統工芸技術保存会会員及び荒川区登録無形文化財

（工芸技術）や荒川区指定無形文化財（工芸技術）の保持者に認定された職人、

荒川マイスターとして表彰された職人の製品を紹介します。

どれも、一流の技術を持った職人が心を込めて製作したものです。

皆様もぜひ製品を手に取って「 荒川ブランド」 のすばらしさを実感してください。

荒川区の伝統工芸について荒川区の伝統工芸について

荒川マイスターについて荒川マイスターについて

昔から引き継がれてきた伝統工芸、素晴らしい技
わざ

術を伝承し、そして現代に調和した

新しいデザインと物づくりをめざしていく職人の団体。それが荒川区伝統工芸技術

保存会です。年一回、職人の祭典「あらかわの伝統技術展」を開催しています。

ぜひ荒川区にお越しいただき、荒川の職人とふれ合ってください。

　私たちは、長年にわたり培った技術・技能により独自の工夫をして、

高品質の製品を作り上げています。近年、機械化が進んでいますが、

機械ではできない技術があります。自分の技術に誇りを持って、

機械化に負けることなく日々研鑚しています。ハンドメイド の

良さを皆さんに感じ取っていただきたいと思います。

荒川区伝統工芸技術保存会　会長　村田 修一

Ｊ・荒川マイスター倶楽部　会長　岩渕 誠

I n t r o d u c t i o nI n t r o d u c t i o n

ARAKAWA BRANDARAKAWA BRAND
～～Traditional Arts and Crafts/Products of the Arakawa MeistersTraditional Arts and Crafts/Products of the Arakawa Meisters～～

About the Traditional Arts and Crafts of ArakawaAbout the Traditional Arts and Crafts of Arakawa

About Arakawa MeistersAbout Arakawa Meisters

Arakawa city, located in the north east area of Tokyo along the Sumidagawa 
River, also known as “monodukuri” for its rich traditional crafts and wares is 
a friendly, retro downtown neighborhood, well known for its tram line. One can 
visit historical shrines and temples, local festivals and fairs, and watch or buy 
traditional arts and crafts at local arcades.
Arakawa city is proud of their excellent products, manufactured and loved in 
Arakawa as the Arakawa Brand.
In this pamphlet, we will introduce products manufactured by artisans who are 
designated as Arakawa city traditional crafts technique preservation society 
members, Arakawa city registered intangible cultural assets（artisanship）, and Araka-
wa city designated intangible cultural assets （artisanship）, as well as 
Arakawa Meisters.
All are made with the utmost care by artisans with first-class skills.
Please pickup the product and experience the beauty of the Arakawa Brand.

The Arakawa ward traditional crafts technique preservation society members are a 
group of craftsmen that strive to create new items and designs to match the modern 
era while inheriting the traditional crafts and technical skills that have been 
continued since long ago. Once a year a craftsman fair called the “The Arakawa 
Traditional Handicraft Fair” is held. Please visit Arakawa city and meet the 
Arakawa artisans.

We manufacture quality products utilizing techniques and skills 
accumulated over the years. Automated production is more in use 
these days, but some skills can not be replaced with machines. 
We are proud of our skills and are striving for excellence in 
everything we do. Please feel the beauty of handmade products.

Arakawa ward traditional crafts technique preservation society President : Shuichi Murata

J・Arakawa Meisters’ Club President: Makoto Iwabuchi
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※一点物の作品については、掲載写真と

同じ柄、色のものがない場合があります。

For unique items, the color and pattern 
on the items may differ from the photos.

P.9 石田一郎（有限会社 石利商店）
Ichiro Ishida（Ishiri-Shoten Co.,Ltd）

P.19 角光男（角漆工）
Mitsuo Kaku（Kaku-Shikko）

ブローチ・スカーフどめ
￥1,000
Brooch and scarf clasp

￥4,400～

ピンどめ　￥1,500
Pin clasp

名刺（カード）入れ　￥4,200
Business card holder
印鑑入れ　　　　 ￥3,800
Seal impression holder

P.20 吉田一司・栗原大地（株式会社 富士製額）
Hitoshi Yoshida / Daichi Kurihara
（Fuji-Seigaku Co.,Ltd）

￥3,000～

￥5,000～

P.19 前森宏之（提灯屋まえもり）
Hiroyuki Maemori（Chouchinya-Maemori）

￥5,000～ ￥18,000

P.26 橋本宜明（橋本畳店）
Nobuaki Hashimoto（Hashimoto-Tatami-Ten）

P.22
髙橋一博

（髙橋工芸）
Kazuhiro Takahashi
（Takahashi-Kogei）

A R A K A W A  B R A N D

SouvenirsSouvenirs
つまみかんざし小物つまみかんざし小物つまみかんざし小物 うるし塗ビアカップ

Hair ornaments Lacquer beer cups

P.11 笠原以津子
Itsuko Kasahara

手猫友禅小物
Hand-dyed textile work

西陣織り小物
Nishijin silk items

ペンケース ￥1,000（税込）　
Pen case
カードケース ￥660（税込）　
Card holder

P.10 竹中重男・温恵　
（有限会社 竹中雛人形製作所）
Shigeo/Yoshie Takenaka　
（Takenaka-Hinaningyo-Seisakusho Co.,Ltd.）

￥3,000

P.12 片山 昭（片山のれん染工所）
Akira Katayama

（Katayama Noren-Sen-kosho）

手ぬぐい
Towels

※全て西陣織り
※All Nishijine silk fabrics

女持扇 柿渋　￥23,000～
Women’s fan Kakishibu

男持扇（七寸五分 十八間）トンボ　￥12,000～
Men's fan Tombo

P.12 深津佳子（雲錦堂）
Yoshiko Fukatsu（Unkindo）

扇子
Fans

Mini picture frames

Yumihari paper lanterns

Table mats and vase mats made of tatami

ミニ額ミニ額

弓張堤灯弓張堤灯

畳表製の鍋敷・花瓶敷畳表製の鍋敷・花瓶敷 ペンダント
Pendants
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伝統工芸職人の製品伝統工芸職人の製品

The products of traditional arts and crafts The products of traditional arts and crafts 

荒川区では、昭和57年に「荒川区文化財保護条例」を施行し、その中で、工芸技術を保持する職人（無形文化財）の
登録･指定も行っています。ここでは、荒川区登録無形文化財（工芸技術）と荒川区指定無形文化財（工芸技術）の保
持者に認定されている職人及び荒川区伝統工芸技術保存会会員の製品を紹介します。

In 1982 in Arakawa city, the “Arakawa city Cultural Property Protection Ordinance” was established. This also 
resulted in the registration and designation of craftsmen (intangible cultural assets) that preserve craft techniques.
In this pamphlet we therefore introduce products made by craftsmen who are designated as Arakawa city 
traditional crafts technique preservation society members, Arakawa city registered intangible cultural assets 
(Craftsmanship), and Arakawa city designated intangible cultural assets (Craftsmanship).

荒川区登録無形文化財保持者
Arakawa city registered intangible cultural assets

荒川区登録無形文化財保持者かつ荒川区指定無形文化財保持者
Arakawa city registered intangible cultural assets and Arakawa city designated intangible cultural assets

（いずれも令和3年3月現在）

営業時間（定休日）
Business hours(Holidays)

所在地
Location

電話
Phone

ファックス
Fax

ウェブサイト
Website

登　録 登録＋指定

The woodworks
指 物 MAP No.50（C4） 登録+指定

井上 喜夫・健志（井上木芸）
Yoshio / Takeshi Inoue(Inoue-Mokugei)

荒川区東日暮里4-18-5
4-18-5 Higashi-Nippori, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.
（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
　 03-3807-3426

書き物や読書に使われる文机。木取り－削り
－仕口加工－組立－仕上加工－塗りの工程で
製作しています。
Desk for reading and writing. The process of 
production includes wood cutting, carving, joint 
works, assembly, finish and coating.

The woodworks
指 物

文机 Desk
￥700,000-

MAP No.52（C4） 登　録

根本 一德 （根本和家具製作所）
Kazunori Nemoto 

（Nemoto-Wakagu-Seisakusho）
荒川区東日暮里2-44-10
2-44-10 Higashi-Nippori, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.
（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3801-4676

北海道産のタモを使用し、仕上げは拭き漆（ふ
きうるし）。木目の特徴を生かすために、左右
から天板までを一枚の板でつくりあげています。
Made of  white ash from Hokkaido and finished 
with Japanese clear lacquer directly applied to 
the wood surface without sealant. To show the 
beauty of  wood grain, every part is cut from  a 
single block of  wood.

MAP No.46（C3） 登　録

渡辺 光（渡辺和家具製造）
Hikaru Watanabe（Watanabe-Wakagu-Seizo）

荒川区荒川3-26-1 / 3-26-1 Arakawa, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.（日曜日/Sun）

 03-3801-8506

使用している三宅島の桑材は、細工はしにくいものの仕上りが頑強
です。また、漆で仕上げた木肌・木目の良さも特徴です。
The mulberry from Miyakejima Island requires skills to handle but 
makes a durable chair. Lacquer finish bestows fine texture and grain. 正座用座椅子（桑材・合曳き漆仕上げ） 

Chair for Japanese style sitting
 (Lacquered mulberry)

￥50,000-

文机 Desk
￥530,000-

村井 正孝・泰雄
Masataka / Yasuo Murai

荒川区町屋1-17-15
1-17-15 Machiya, Arakawa-ku
8：30a.m.～6：00p.m.
（土曜日・日曜日/Sat,Sun）
03-3892-0597　　 03-3895-3698

狂いが少ない木地は、大変軽く、柾目の美しさ
と白い色合いを持ち、お部屋に優雅な落ち着
きをもたらします。
This fine chest is very light and beautiful while 
wooden construction and the color of  quarter 
grain promote a relaxing atmosphere within a 
room.

MAP No.36（C2） 登　録

総桐タンス
 下二大洋（大開） 
Genuine paulownia 

chest of drawers
￥1,458,000-

Chest of drawers made of paulownia
桐たんす

中根 喜三郎（つり竿 竿忠）
Kisaburo Nakane（Tsurisao-Saochu）

Fishing rods
和竿

江戸和竿 鮒竿10尺５寸 Edo fi shing rods 10.5 feet
価格問合せ（For price ask)

MAP No.56（D3） 登録+指定

荒川区南千住5-11-14 / 5-11-14 Minami-Senju, Arakawa-ku
10：00a.m.～6：00p.m.（日曜日/Sun）
03-3803-1877　　 03-3806-1893

竹探しから漆塗りまでの120工程。使い手の好みにあった竿の
しなり具合に仕上げられていきます。ホテイ竹、インロウ継の製
品です。
Starting from bamboo selection to lacquer finish, 120 steps are 
required to finish the process to create a rod with flexibility 
desired by customers.Made of  Golden bamboo/spigot ferrule.

The woodworksThe woodworks
指 物

井上 喜夫・健志（井上木芸）
Yoshio / Takeshi Inoue

書き物や読書に使われる文机。木取り－削り
－仕口加工－組立－仕上加工－塗りの工程で
製作しています。
Desk for reading and writing. The process of 
production includes wood cutting, carving, joint 
works, assembly, finish and coating.

文机 DeskDesk
￥530,000-￥530,000-

Watanabe-Wakagu-Seizo）
3-26-1 Arakawa, Arakawa-ku

使用している三宅島の桑材は、細工はしにくいものの仕上りが頑強
です。また、漆で仕上げた木肌・木目の良さも特徴です。
The mulberry from Miyakejima Island requires skills to handle but 
makes a durable chair. Lacquer finish bestows fine texture and grain. 正座用座椅子（桑材・合曳き漆仕上げ） 正座用座椅子（桑材・合曳き漆仕上げ） 

Chair for Japanese style sittingChair for Japanese style sitting

文机 Desk

根本 一德 （根本和家具製作所）

2-44-10 Higashi-Nippori, Arakawa-ku

北海道産のタモを使用し、仕上げは拭き漆（ふ
きうるし）。木目の特徴を生かすために、左右
から天板までを一枚の板でつくりあげています。
Made of  white ash from Hokkaido and finished 
with Japanese clear lacquer directly applied to 
the wood surface without sealant. To show the 

総桐タンス
 下二大洋（大開） 
Genuine paulownia 

chest of drawers
￥1,458,000-

Chest of drawers made of paulowniaChest of drawers made of paulownia
桐たんす

Fishing rods
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武関 章（竹工芸 翠屋）
Akira Buseki（Takekogei-Midoriya）

荒川区西日暮里3-13-33-13-3 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
11：00a.m.～6：00p.m.（月曜日/Mon）
　 03-3828-7522

3 ～ 5 年寝かせた真竹、100 年以上も経ている煤
すすだけ

竹の他、ほう
び竹・孟宗竹・黒竹・白竹・虎竹など種類はさまざま。竹の特
性を生かした花かごです。
Using various species of  bamboos stored for 3 to 5 years to dry and 
adding antique, 100 year old smoked bamboo, these flower baskets 
display the full beauty of  these bamboos.

Flower baskets
花かご

Gold leaf stamping
金箔押し

MAP No.23（B4） 登　録

竹澤 光雄（竹澤金箔押所）
Mitsuo Takezawa（Takezawa-Kinpaku-Oshijo）

荒川区東尾久8-34-8　8-34-8 Higashi-Ogu, Arakawa-ku
不定期/Irregular（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3800-1881

寺院内部の仏像、須弥壇、前机、幢幡、天蓋や、お神輿を飾る金
箔押しの技術。漆を塗った上に、厚さ2/1000ミクロンの金箔が
押されています。
Buddhist statues, altars, altar desk, flag polls, canopies as well as 
Shinto deity-palanquins(mikoshi) are all done in 2/1000 micron 
gold leaf, applied on lacquer paintings.

仏像（金箔押） Buddhist statue（Gold leaf stamped）
価格問合せ（For price ask）

荒川区町屋4-24-17
4-24-17 Machiya, Arakawa-ku
9：00a.m.～4：00p.m.
（土曜日・日曜日/Sat, Sun）
03-3895-1878　　03-3892-2073

形や色合いのセンスがつまみかんざしの命。現代で
も受け入れられるデザイン、色味や色合いに気をつ
けながら製作しています。
Matching shape and color are vital for Tsumami 
Kanzashi. We make them with great care for shade 
and color coordination so that they will be well 
received in modern fashion.

角菊下りかんざし（赤）
Kadogiku Sagari Kanzashi（red）
￥7,000-
角菊下りかんざし（緑）
Kadogiku Sagari Kanzashi（green）
￥7,500-
鶴下りかんざし（青）
Turu Sagari Kanzashi（blue）
￥7,000-
下りかんざし（スズメ）
Sagari Kanzashi（sparrow）
￥7,000-
くす玉（七五三用/成人式用）
Flower ball

（For Shichigosan/For adults）
￥4,000- /￥7,000-

石田 一郎（有限会社 石利商店）
Ichiro Ishida（Ishiri-Shoten Co.,Ltd.）

Hair ornament decorated with silk crafts
つまみかんざし

Hair ornament decorated with silk crafts
つまみかんざし
戸村 絹代（戸村商店）
Kinuyo Tomura（Tomura-Shoten）

荒川区南千住1-43-6 / 1-43-6 Minami-Senju, Arakawa-ku
不定期/Irregular（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3801-4842

色の組み合わせに気をつかい、羽二重をつまんで糊で一片一片つ
けていきます。最近では浴衣にあわせたり、つまみかんざしのスト
ラップもあります。
Great care is taken with color combinations, and individual silk 
fragments are carefully attached one by one. Modern ornaments 
suited to “Yukata” robes and charms（straps） for cell phones are 
also available.

アサガオ・キク・ガクアジサイ
Morning glory, chrysanthemum, hydrangea

価格問合せ（For price ask）

MAP No.55（D3） 登録+指定

田中 作典（犬張子 田中）
Sakunori Tanaka（Inuhariko-Tanaka）

Dog dolls made of paulownia modeling paste
犬張子

7cm 犬張子 デンデン太鼓付（左） ￥3,300-
7cm papier-mache dog with Den-Den Daiko（left）

MAP No.19（B4） 登録+指定

荒川区西日暮里4-25-11 / 4-25-11 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
不定期/Irregular（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3821-2286

安産祈願、出産祝いに贈られる、江戸の郷土玩具です。昔は宮参りの
おみやげのお返しとして贈る風習もありました。桐塑（桐のおがくず
製）でつくる犬張子は、他ではもう見られません。
This is a traditional Edo-period doll used as the gift to both wish for 
and celebrate a safe and easy birth. Given in return to souvenirs from 
shrines. He is the only producer of  this type of  inu-hariko shaped 
from paulownia modeling paste.

10cm 犬張子 デンデン太鼓付（右） ￥5,000-
10cm papier-mache dog with Den-Den Daiko（right）

荒川区町屋1-21-7
1-21-7 Machiya, Arakawa-ku
10：00a.m.～5：00p.m.
（土曜日・日曜日、※1～4月は無休/Sat, Sun, 
※Without holiday for from January to April）
03-3892-9969　　http://www.takenaka-hinaningyo.jp

正絹衣裳を着せて、桐塑と胡粉で仕上げた頭を用いています。一つ一つ手造り
なので表情豊かに仕上がっています。
Dolls are dressed in pure silk costumes and their heads are made of  chalk-covered 
clay. Individually crafted, each doll has a uniquely expressive face.

Japanese dolls
衣裳着人形
竹中 重男・温恵（有限会社 竹中雛人形製作所）
Shigeo/Yoshie Takenaka（Takenaka-Hinaningyo-Seisakusho Co.,Ltd.）

雛人形  
“Hina dolls”（Girls’Day dolls）

￥100,000～

MAP No.37（C2） 登録+指定 登　録

MAP No.27（C1） 登録+指定

MAP No.4（B1） 登　録
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荒川区東尾久3-16-9  
3-16-9 Higashi-Ogu, Arakawa-ku
9：00a.m.～5：00p.m.
（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
03-3895-7429　　03-3895-7427
http://www7b.biglobe.ne.jp/˜tajirihyoguten/

花鳥・山水などの様々な絵、飾る場所に応じたサイズなど、
ご要望に沿った制作が可能です。ホテル・式場の金屏風、
日本画家の出展用屏風の制作や、屏風・掛軸・額などの修
理も行っています。
We can make any paintings in any size, with any subject 
matter, including those with flowers and birds or mountains 
and rivers to match your needs. We also offer gold screens for 
hotels or official ceremonies, folding screens for exhibits of  
Japanese painters, and repair folding screens, scroll paintings, 
framed pictures, and other traditional items.

Folding screen
表具（屏風） 田尻 和久（田尻表具店）

Kazuhisa Tajiri（Tajiri Hyoguten）

金屏風　桜 
Gold Screen - Cherry Blossoms
H90cm W165cm 
￥49,800-

MAP No.7（B2） 登　録

荒川区西尾久1-3-10 / 1-3-10 Nishi-Ogu, Arakawa-ku
不定期/Irregular（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3892-3716　　

糸目を使うという技術で、デザイン化された表現が特徴で
す。真のり（餅粉、米粉、塩）を使用しており、帯や着物の
製作の他、小物も手がけています。価格は生地や額により
変わります。
Dyed with “Itome-yuzen” technique that prevents dyeing 
of  regions by coating the fabric with paste to create unique 
motifs. Natural rice paste is used. Prices differ according to 
frame design. This craftsmen also produce Obi and Kimono.

笠原 以津子
Itsuko Kasahara

荒川区荒川3-61-4-1203
3-61-4-1203 Arakawa, Arakawa-ku
10：00a.m.～4：00p.m.（無休/nonstop）
03-5811-8228　　http://itsuko.sakura.ne.jp

図案から仕上げまで全てオリジナルで、一貫して生産していま
す。インテリア作品・雑貨・ネクタイ等の製作も行います。
Everything is made originally from the design to the finished
product. There are home interior items, sundries, neckties,
and more.

井出 英世
Hideyo Ide

色留袖 Irotomesode
￥550,000-

Hand dyed textile work
手描友禅

MAP No.6（B2） 登　録

糸
い と め

目友禅 帯 ツムギ地（正絹）網
“Itome-yuzen” The Kimono belt made from pure silk
￥225,000-（仕立代込）

MAP No.44（C3） 登　録

片山 昭（片山のれん染工所）
Akira Katayama（Katayama-Noren-Sen-kosho）

Hand dyed store curtain
のれん染 特注のれん（飲食店用） 

Custom-design“Noren”store curtain
￥30,000-

荒川区南千住8-5-7-116
8-5-7-116 Minami-Senju, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.
（土曜日・日曜日・祝日/Sat, Sun, Public holidays ）
　 03-3801-4523

丈夫なスレン染料等を使用しており、生地が切れても退色しません。
蕎麦屋や寿司屋の屋号入り特注のれんの他、既製品では家庭用のれ
ん、テーブルセンター・Tシャツ・染額・手ぬぐい等を製作しています。
Since fade resistant Threne dye is used, the cloth does not discolor if 
damaged. We make products including custom made noren for sushi 
and soba shops with their names written on them, premade noren for 
home use, table centerpieces, t-shirts, dyed frames, and towels.

タペストリー
（風・飛・風） 

Tapestry with designed 
Chinese characters

￥30,000-

MAP No.63（E3）

荒川区荒川4-31-8
4-31-8 Arakawa, Arakawa-ku
不定期/irregular（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3807-6886

品質、絵柄にこだわりを持って、材料の選定から仕上
がりまで一貫生産している江戸扇子です。
These Edo period paper fans are the beneficiaries of 
excellent quality, from material selection through to 
the design motifs.

Fans
扇子 深津 佳子（雲錦堂）

Yoshiko Fukatsu（Unkindo）

女持扇（左側）柿渋
Women’s fan（left）Kakishibu
￥23,000～

MAP No.39（C3） 登　録

荒川区東尾久6-26-4 / 6-26-4 Higashi-Ogu, Arakawa-ku
10：00a.m.～5：00p.m.（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
03-3892-6363　　03-3892-6337
http://www.shamisen-katoh.com

伝統工芸の技術を生かしたエレクトリック三味線。専用マイク内
蔵で自然なサワリと余韻を表現します。マイクコードを外して弾く
こともできます。
The modern electric Shamisen is created using fully traditional
techniques. A microphone is imbedded to pickup the natural 
buzzing “sawari” sound and “afterglow”. Can be played without 
microphone cord.

加藤 金治 （有限会社 三味線かとう）
Kinji Kato（Shamisen-Katoh Co.,Ltd.）

Shamisen
三味線

エレクトリック三味線 夢絃21（津軽花林）
Electric Shamisen Mugen 21（Tsugaru Karin style）

￥193,637-

MAP No.5（B1） 登　録

男持扇（七寸五分 十八間）（右側）トンボ
Men’s fan（left）Tombo
￥12,000～

1-3-10 Nishi-Ogu, Arakawa-ku

糸目を使うという技術で、デザイン化された表現が特徴で
す。真のり（餅粉、米粉、塩）を使用しており、帯や着物の
製作の他、小物も手がけています。価格は生地や額により

い と め

特注のれん（飲食店用） 特注のれん（飲食店用） 
Custom-design“Noren”store curtainCustom-design“Noren”store curtain
￥30,000-

丈夫なスレン染料等を使用しており、生地が切れても退色しません。
蕎麦屋や寿司屋の屋号入り特注のれんの他、既製品では家庭用のれ
ん、テーブルセンター・Tシャツ・染額・手ぬぐい等を製作しています。
Since fade resistant Threne dye is used, the cloth does not discolor if 
damaged. We make products including custom made noren for sushi 

タペストリー
（風・飛・風） 

Tapestry with designed Tapestry with designed 
Chinese characters

￥30,000-

the design motifs.

エレクトリック三味線 夢絃21（津軽花林）エレクトリック三味線 夢絃21（津軽花林）
Electric Shamisen Mugen 21Electric Shamisen Mugen 21（Tsugaru Karin style）

男持扇（七寸五分 十八間）（右側）トンボ
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荒川区東尾久1-16-10 / 
1-16-10 Higashi-Ogu, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.（日曜日/Sun）
　 03-3892-3641

先祖代々 200年に及ぶ江戸派べっ甲細工の技術を受け継
ぎ、伝統的な装飾品を製作するかたわら、新たな製品の開発
にも取り組んでいます。
We continue 200 year old traditions of  tortoiseshell work 
inherited from our ancestors during the Edo period to make 
traditional decorations while also engaging in developing new 
products.

森田 孝雄（森田商店）
Takao Morita（Morita-Shoten）

簪（かんざし） Kanzashi
価格問合せ（For price ask）

MAP No.11（B2）Tortoiseshell work
べっ甲細工

荒川区南千住5-3-12
5-3-12 Minami-Senju, Arakawa-ku
不定期/Irregular（不定休/Holidays not fixed）
03-3801-5415　　03-3801-8691

刃の裏側に鋼を鍛接する刀鍛冶の伝統的技法を生かした、
時代にあった鋏。切れ味、使い心地よく作られています。
Sharp and well-designed modern scissors utilizing traditional 
swordsmith technique to attach steel to the blade parts.

石塚 昭一郎（長太郎製作所）
Shoichiro Ishizuka（Chotaro-Seisakusho）

Tailoring scissors
裁鋏

総火造 九寸五分 三代目長太郎
“Chotaro III” 29cm Tailor’s scissors

￥300,000-

MAP No.59（D4） 登録+指定

田中 清介（有限会社 茂盛光製作所）
Seisuke Tanaka（SHIGERU MORIMITSU Co.,Ltd.）

荒川区町屋3-25-7  
3-25-7 Machiya, Arakawa-ku
9：00a.m.～5：00p.m.
（土曜日・日曜日・祝日/Sat, Sun,Public holidays）
03-3895-2041　　03-3895-9620

板金工の七つ道具のひとつである金切鋏。1日に製造
できるのは10本程度、昔ながらの総火造りの技術を引
き継いで製造しています。
One of  the most invaluable tools for sheet metal 
workers are tinner’s snips. They produce them with 
traditional swordsmith technique and therefore, 10 at a 
day manufacture numbers.

ステン用300ミリ 直刃 Tinner’s Snips 300mm
￥15,000-

MAP No.29（C1） 登録+指定
Tinner’s snips scissors
金切鋏

ブローチ Brooch

梶田 秀樹（梶田製作所）
Hideki Kajita（Kajita-Seisakusho）

Ivory turning and curving
象牙挽物・細工

荒川区東尾久1-12-9 / 1-12-9 Higashi-Ogu, Arakawa-ku
不定期/Irregular（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3892-0208

堅い材質で磨滅しにくく、希少価値があり、気品をも兼ね
備えた象牙。象牙細工は分業が一般的ですが、原型作り
の挽物、彫り、仕上げまで一貫して製作しています。
Ivory is solid, hard wearing, rare and also comes in many 
styles. While most ivory craft production is carried out 
by a range of  companies, this craftsmen’s workshop 
completes the whole process from turning and carving to 
finishing.

ボールペン Ball point pen
プロメリアイヤリング Plumeria shaped earrings
インロウ型根付 Netsuke
両面ハートイヤリング Heart shaped earrings
カメオブローチ Relief brooch
紐付ネックレス Necklace

MAP No.31（C2） 登　録

￥380,000～
￥32,000～
￥12,000～
￥14,000～

￥260,000～
￥38,000～

荒川区西日暮里6-36-3 / 6-36-3 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
8：00a.m.～5：00p.m.（無休/Open throughout the year）
　 03-3893-6292

もともと、野外などに置く大型鋳造などを手がけており、現在では
小型の作品を作っています。写真は、蟹と一緒に戯れている様子を
作品にしたものです。徳利部分が花器で、取りはずしが出来ます。
Originally we made large cast iron objects meant to be kept outside, 
but now smaller items are being made. The photo shows a scene of 
playing with crabs. The sake pitcher is a vase, and can be removed 
from the base.

荒川区南千住5-43-4 
5-43-4 Minami-Senju, Arakawa-ku
9:00a.m.～6:30p.m.
（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
03-3801-4844　　03-3801-5296
http://www.tokyo-shippou.com

金属の素地にガラス質の釉薬を盛り込んで、高温で焼い
て彩色する技術です。虹の煌きと希少な技術が織り成す
伝統工芸品です 。
Cloisonné is made by burning enamel on a metal backing 
at a high temperature. It is traditional craft made with rare 
technology and glitter of  the rainbow

菓子 滿（美術鋳金家）　
Mitsuru Kashi（Metal worker of art）

Cloisonné
七宝

畠山 弘（畠山七宝製作所）
Hiroshi Hatakeyama（Hatakeyama-Shippou-Seisakusho）

花器「吾、酔い痴れて 蟹と戯むる」
Flower vase “I’m drunk, playing with crabs.”
￥400,000-

MAP No.57（D3） 登　録

MAP No.14（B3） 登録+指定

ネックレス Necklace
クレマチスのボレロ（左） Bolero of Clematis（Left）
アルティメットレディー（右） Ultimatelady（Right）

￥10,000-
￥10,000-

指輪 Rings
グリーンゾーン（左） Greenzone（Left）
アットナイト（中） At Night（Center）
ライク・ア・ダイヤモンド（右） Like a Diamond（Right）

￥22,000-
￥19,000-
￥19,000-

Metal cast wares
鋳造
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荒川区西日暮里6-43-8
6-43-8 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.
（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
　 03-3893-1442

花を生けた時には花が映え、花のない時には置物としても
映える作品。10工程以上をかけて製作します。環境にあう
よう磨きを抑えることもあります。
Accentuate the beauty of  flowers when full and look 
beautiful simply as an ornamental vase. The last of  the 10 
step production process (surface finishing)  is often skipped 
for a matte finish.

簪黒四分一 花器 尖
せんびし

菱
"Senbishi" Silver-copper alloy vase
￥1,000,000-

松本 隆一・育祥（有限会社 堀川鋳金所）
Ryuichi / Yasuyoshi Matsumoto（Horikawa-cyukinjo Co.,Ltd.）

MAP No.13（B3） 登　録

朧
おぼろぎん

銀 八角一輪指し 
Silver-Octangular vase
￥200,000-

荒川区西日暮里1-12-21
1-12-21 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
不定期/Irregular（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3806-3253　　

熱した薄い金属の板を金槌などで叩いて、器物を成
形して製作される手作りの作品。昔は「飾り屋」と呼
ばれていた職人の技術が生きています。
Handmade wares are made by beating heated metal 
with hammers into various elegant shapes. 
“Traditional ornament maker” skills are still alive.

菅原 悦夫（菅原製作所）
Etsuo Sugawara（Sugawara-Seisakusho）

荒川区町屋4-36-14 / 4-36-14 Machiya, Arakawa-ku
不定期/Irregular（日曜日/Sun）
　 03-3892-1274

四角い銅板を丸く断ち、周囲から絞り上げて銀を流すという
根気のいる製法で作っています。デザインもオリジナルです。
Copper sheets are into discs, hammered out into vase shape 
and covered with molten silver, this is a time consuming 
process. Designs are all their original.

桶谷 輝明（桶谷工芸）
Teruaki Oketani（Oketani-Kogei）

銅地流銀打込 花瓶
Silver covered copper vase

価格問合せ（For price ask)

Forging
鍛金

Forging
鍛金

MAP No.26（C1） 登録+指定

スカシペンダント Lacework pendant
ユリペンダント Lilly pendant
瓢箪ループタイGourd bolo tie

￥9,000-
￥4,500-

￥24,000-

銅地流銀打込 花瓶
Silver covered copper vase

MAP No.38（C3） 登録+指定

長澤 武久・利久（長澤製作所）
Takehisa / Toshihisa Nagasawa（Nagasawa-Seisakusho）

荒川区荒川3-7-4
3-7-4 Arakawa, Arakawa-ku
10：00a.m.～5：00p.m.
（不定休/Holidays not fixed）
03-3891-4907

注ぎ口の微妙なカーブの角度は、茶こぼれがないように
工夫されています。購入後のアフターケアも万全です。
＊必ず事前連絡にて在宅を確認してからお越し下さい。
He creates teapots with delicately curved spouts. 
The degree of  curve is designed to prevent teas from 
spilling out. Good after-sale service is offered.
*Please contact us in advance of  visiting to conrm 
  someone will be there.

MAP No.47（C3） 登　録

銅製急須丸型（大）上手付梨地（左）
Copper round teapot（Large）Grip handle with 
pearskin fi nish（Left）
銅製急須丸型（中）つち目（中）
Copper round teapot（Middle）Tsuchi-Me（Middle）
銅製タル型（大）タテゴザ目（右）
Copper barrel shaped teapot（Large）Vertically
patterned Goza-Me（Right）

￥30,000-

￥13,500-

￥13,500-

荒川区東日暮里4-26-10
4-26-10 Higashi-Nippori, Arakawa-ku
8：00a.m.～6：00p.m.
（日曜日・祝日/Sun, Public Holidays）
　 03-3806-8570

飾り扇子、打込象嵌から耳かきやお箸などの日常生活
に直結したものまで。手作りにこだわった様々な銀製
品の加工品を製作しています。
Various kinds of  silver handmade crafts like decorative 
fans, hammered inlay, and commodities like earpicks and 
chopsticks.

福士 豊二（福士銀器製作所）
Toyoji Fukushi（Fukushi-Ginki-Seisakusho）

MAP No.51（C4） 登　録

純銀製 飾り扇子（八寸） 
Made of Silver-Decoration fan（about 24.3cm）
￥126,000-

荒川区西日暮里1-61-16
1-61-16 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
10：30a.m.～6：00p.m.
（不定休/Holidays not fixed）
　 03-6806-8131
http://www.naoko-ginza.com/

木目金という400年前の刀装具の技法を指輪などに再現
しています。素材の違う貴金属を溶着し、世界で一つだけ
の指輪を作ります。
Mokume-gane, a 400-year-old technique for making sword 
accouterments has been recreated as a method of  making 
one-of-a-kind wedding rings.

田村 尚子（尚呼）　
Naoko Tamura（Naoko）

Metal carving
彫金

木目金ご結婚指輪 Mokume-gane wedding ring
￥150,000-（ペア）

MAP No.18（B3） 登　録

Metal cast wares
鋳造

Forging
鍛金

銅製急須丸型（大）上手付梨地（左）銅製急須丸型（大）上手付梨地（左）
Copper round teapot（LargeLarge）Grip handle with 
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荒川区荒川2-35-5
2-35-5 Arakawa, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.（日曜日/Sun)
　 03-3891-0667

着物、垂れ幕などの染料用刷毛が主で、使用して
いる鹿子の天然毛は顔料がポトポトと垂れないの
が特徴です。
These brushes are used mainly for dyeing Kimono 
and hanging curtains. They use natural deer hair to 
prevent dye dripping.

齋藤 正一郎
Shoichiro Saito

引き刷毛 
Brushes for dye
￥5,000 ～

丸刷毛 
Round brushes
￥3,000 ～

MAP No.41（C3） 登録+指定

Brushes
刷毛

荒川区西日暮里3-11-8 / 3-11-8 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
8：30a.m.～5：30p.m.（日曜日/Sun）
　 03-3821-1892

街の変わる部分、変わらない部分を見つめながら描いた創作版
画。作業に19工程、湿った状態の和紙で作業し、完成まで乾燥さ
せません。
Original art work created by contrasting the dynamically 
changing and the static, unchanging parts of  the town. The washi 
paper in never allowed to dry completely over the entire the 19 
step process of  rubbing.

松崎 啓三郎（松崎大包堂）
Keizaburo Matsuzaki（Matsuzaki-Taiho-do）

荒川区町屋3-31-16 / 3-31-16 Machiya, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.（不定休/Holidays not fixed）
03-3892-3280　　03-6319-9761

歌川（安藤）広重晩年の大作「名所江戸百景」を復刻した江
戸百景シリーズ。高度な技法を今によみがえらせています。
These are replicas of  Ukiyoe wood printings; Hiroshige’s 
“Meisho Edo Hyakkei”. The sophisticated skills of  Edo 
Craftsmen are restored.

川嶋 秀勝（関岡木版画工房）
Hidekatsu Kawashima（Sekioka-Mokuhanga-Kobo）

木版画 江戸百景シリーズ 
Woodblock printings

“Edo Hyakkei” by master artist Hiroshige
￥10,000-/1枚（1 printing）

Woodblock printings
木版画摺

MAP No.28（C1） 登録+指定

創作版画 諏方境内 雪 
Original woodblock printing “Suwa Keidai Snow”
￥40,000-

関岡 裕介（関岡扇令木版画工房）
Yusuke Sekioka（SekiokaSenrei-Mokuhanga-Kobo）

荒川区西日暮里3-11-8
3-11-8 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
9：30a.m.～6：00p.m.（日曜日/Sun）
　 03-3821-1892

江戸時代より伝わる技術で版木を製作し、北斎の名作「富
嶽三十六景」を復刻。ぜひとも手に取って、ご覧頂きたい
作品の数々です。
Please touch and check our printings including replicas of  
“Thirty Six Scenery of  Mt.Fuji” by Hokusai Katsushika printed 
with wooden blocks according with the traditional technique 
from Edo Period.

MAP No.22（B4） 登　録

Woodblock carving
木版画彫

木版画 葛飾北斎 富嶽三十六景
Woodblock printings
“Fugaku-36Kei by Katsushika-Hokusai”
￥13,000-

MAP No.21（B4） 登録+指定

雪舟等楊・秋冬山水『冬』図（国宝） （左） 
Sesyu-Toyo Shutou-sansuizu [winter](National treasure)(Left)
￥180,000-
川瀬巴水『芝 増上寺』 （中）
Kawase-Hasui [Shiba Zojoji](Center)
￥50,000-
喜多川歌麿『当時三美人』 （右）
Kitagawa-Utamaro [Toujisanbijin](Right)
￥18,000-

朝香 元晴（匠木版画工房）
Motoharu Asaka（Takumi-Mokuhanga-Kobo）

荒川区町屋1-14-9
1-14-9 Machiya, Arakawa-ku
9：00a.m.～5：00p.m.（土曜日・日曜日/Sat, Sun）
　 03-5379-5668

江戸時代からの精緻で卓越した伝統技術を継承。国
宝・重要文化財級の日本画や最高峰の浮世絵木版画を
復刻制作。また、後継者育成にも全力を注いでいます。
Inherited the elaborate and outstanding traditional 
techniques from the Edo period. Reproduced Japanese 
paintings of  national treasure and important cultural 
property grade and Ukiyo-e woodblock prints of  the 
highest peak. Also making every effort to develop 
successors.

MAP No.34（C2）

荒川区南千住7-7-2
7-7-2 Minami-Senju, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.
（日曜日・祝日/Sun,Public holidays）
　 03-3806-4789

祭礼や行事で使われる他、お祝いの贈物にもなる提灯。
弓張り提灯は、極細、中細、細の３種類があります。
Paper lanterns are used in festivals, ceremonies and as 
gifts. There are 3 types of  Yumihari Paper Lanterns: thin, 
very thin and extra thin.

石井 達也（大嶋屋）
Tatsuya Ishii（Oshima-Ya）

Calligraphy on paper lanterns
提灯文字

長弓張提灯 
Long Yumihari Paper lanterns
ミニ長 
Miniature paper lanterns
価格問合せ（For price ask）

MAP No.58（D3）

木版画 江戸百景シリーズ 木版画 江戸百景シリーズ 
Woodblock printingsWoodblock printings

Original woodblock printing “Suwa Keidai Snow”

木版画 葛飾北斎 富嶽三十六景飾北斎 富嶽三十六景

Calligraphy on paper lanternsCalligraphy on paper lanterns
提灯文字

長弓張提灯 
Long Yumihari Paper lanternsLong Yumihari Paper lanterns

Miniature paper lanternsMiniature paper lanterns
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荒川区南千住2-29-6
2-29-6 Minami-Senju, Arakawa-ku
9：00a.m.～7：00p.m.
（日曜日・祝日/Sun,Public holidays）
　 03-3801-4757

伝統的な家紋と文字で描いた江戸手描き提灯。歌舞
伎の小道具などの古典的な提灯や稲荷神社で使われ
る地

じぐちあんどん

口行灯なども製作しています。
Edo lanterns with traditional family emblems and 
characters. Classical lanterns and Lamps with 
paronomasia.

荒川区荒川6-28-7
6-28-7 Arakawa, Arakawa-ku
9：00a.m.～7：00p.m.（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3892-0283

仕入れた火袋（骨組みに和紙等を張った状態のもの）を竹
で張った状態にし、色づけをして製作しています。
They purchase the paper body of  lantern then assemble 
and apply colors and letters.

前森 宏之（提灯屋 まえもり）　
Hiroyuki Maemori（Chouchinya-Maemori）

提灯 Paper lanterns
価格問合せ（For price ask）

村田 修一・健一郎（泪橋大嶋屋）
Shuichi / Kenichiro Murata（Namidabashi-Oshima-Ya）

MAP No.61（D4） 登　録

MAP No.32（C2） 登　録

提灯・地
じ ぐ ち

口行
あん

灯
どん

Paper Lanterns・Lamps with paronomasia
価格問合せ（For price ask）

Calligraphy on paper lanterns
提灯文字

荒川区西尾久4-6-10
4-6-10 Nishi-Ogu, Arakawa-ku
9：00a.m.～5：00p.m.
（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
03-3893-0839　　03-3893-0489　　

海外でも好評の、同じものが二つとない陶器に漆を塗
ったビアカップ。漆は九千年の歴史がある自然原料で、
抗菌作用もあります。
Lacquered pottery wares are appreciated in oversea 
market. Each has unique pattern. Natural lacquer has 
been loved in Japan for 9,000 years. It has 
antibacterial function, too.

角 光男（角 漆工）
Mitsuo Kaku（Kaku-Shikko）

Lacquer wares
漆塗

うるし塗ビアカップ Lacquer beer cups
￥4,400 ～

MAP No.3（A2） 登録+指定

堀田 義久（堀田印章ケース工芸）
Yoshihisa Hotta（Hotta-Insho-case-Kogei）

荒川区西尾久5-18-6 / 5-18-6 Nishi-Ogu, Arakawa-ku
9：00a.m.～5：00p.m.（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
　 03-3893-3236

オーダーメイドの印章ケース。印鑑の素材によってサイズが微妙に違
うため、印鑑を採寸の上製作しています。
Order-made “inkan” stamp cases. Every stamp is different in size and 
therefore they measure each and manufacture them one by one. 印章ケース Stamp cases

￥8,000-

中村 泰士［橘 右橘、荒井 三鯉］
Yasuhito Nakamura［Ukitsu Tachibana, Sanri Arai］

荒川区東日暮里5-25-5 / 5-25-5 Higashi-Nippori, Arakawa-ku
10：30a.m.～6：30p.m.（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
03-3801-6799　　03-3801-4946
http://www.tie-you.com（有限会社 大有企画）

勘亭流文字は歌舞伎文字とも言われ、寄席文字は勘亭流文字と提灯文
字が組み合わされたビラ字が源流。江戸文字はこれらの総称と別に、千
社札に書く文字も意味します。
Kantei style calligraphy is also called Kabuki style. Yose style used for 
vaudeville originated from Bira style, which is mixture of  Kantei and paper 
lantern style. The phrase Edo style means all of  them and also includes 
letter style used in “senjafuda” name tags.

MAP No.49（C4） 登　録

Calligraphy; Kantei, Yose and Edo styles
勘亭流文字・寄席文字・江戸文字

勘亭流文字、寄席文字、江戸文字  Calligraphy; Kantei,Y ose and Edo styles
価格問合せ（For price ask）

MAP No.2（A1） 登　録

Stamp cases
印章小箱

荒川区町屋6-31-15 / 6-31-15 Machiya, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.（日曜日、祝日、第1・3土曜日、7月8
月は土曜日、日曜日、祝日/Sundays, holidays, 1st and 3rd 
Saturdays. Saturdays, Sundays, and holidays in July 
and August.）
03-3892-8682　　03-3892-8683

様々な作品（日本画、洋画、版画、書、写真、立体物、裂、衣服、陶器
等）にあわせて額縁を制作いたします。クライアントの嗜好、壁面、住
空間、ご予算も加味して1点ずつ丹精込めて額装いたします。
Frames are made to match various items (Japanese pictures, 
western pictures, woodblock prints, calligraphy, photos, 
three-dimensional objects, textiles, clothing, ceramics, etc.). 
We take the client’s taste, wall space, room atmosphere, and 
budget into account, and spare no effort in creating the perfect 
items individually.

吉田 一司・栗原 大地（株式会社 富士製額）
Hitoshi Yoshida / Daichi Kurihara（Fuji-seigaku Co.,Ltd.）

Picture frame
額縁

古典様式の額縁 
Classically styled picture frames
価格問合せ（For price ask）

MAP No.54（D1）

提灯・地
じ ぐ ち

口行
あん

灯
どん

Paper Lanterns・Lamps with paronomasiaLamps with paronomasia
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荒川区東日暮里2-25-15
2-25-15 Higashi-Nippori, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.
（不定休/Holidays not fixed）
03-3802-0533　　03-3805-0441

「戻し吹き」と呼ばれる世界でも珍しい技法
で装飾品や置物、賞杯など、さまざまな鋳物
を制作しています。2015年には経済産業大
臣から伝統的工芸品にも指定されました。
Produces various castings including 
ornaments, figurines, and prize cups using a 
globally-rare technique called “modoshibuki”. 
Designated as a traditional craft by the Minister 
of  Economy, Trade and Industry in 2015.

荒川区東尾久4-38-8
4-38-8 Higashi-Ogu, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.
（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
　 03-6339-2225

「身に着けるだけで楽しくなる、またいつまで
も可愛がっていただけるアクセサリーをお届け
したい」との思いから、細部にまで心を込めて
丁寧に作ります。
All products are created with great attention to 
every detail in order to provide accessories that 
people feel happy just wearing and will want to 
use for years.

荒川区西日暮里3-13-4
3-13-4 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
10：00a.m.～5：00p.m.
（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
03-3824-4147（ヨイシナ）

宝飾師によるハンドメイドジュエリー工房。デザイン画依
頼、宝石鑑定・鑑別（GIA、GG）依頼、オーダーメイド加工依
頼歓迎。あなたのジュエリーを作らせてください。
A jeweler’s workshop for hand-made jewelry. Welcomes 
design requests with pictures, gem appraisal, identification
(GIA, GG) requests, and order made machining requests. 
Allow us to make your jewelry.

荒川区西尾久6-12-3
6-12-3 Nishi-Ogu, Arakawa-ku
8：00a.m.～7：00p.m.（日曜日/Sun）
03-3894-4310　　03-3893-4272　　

毛抜は日本で発明された唯一の美粧道具で、古くは枕草
子にも登場します。一生使える丈夫さと、細いうぶ毛も必
ず抜ける繊細さを併せ持つ毛抜です。
Tweezers are the only common cosmetic implement 
invented in Japan and even appeared in The Pillow Book. 
This product combines the durability to last a lifetime and 
delicacy to remove even fine, downy hair.

横山 結紀雄（イワオ楽器製作所）
Yukio Yokoyama（Iwao-Musical instrument-Seisakusho）

荒川区東尾久1-30-7 / 1-30-7 Higashi-ogu, Arakawa-ku
8：00a.m.～6：00p.m.
（土曜日・日曜日・祝日/Sat, Sun, Public holidays）
　 03-3800-7637　　http://www.iwaoflute.com

緻密な技術から生み出されるフルート。学生用モデルからプロ
用までを扱い、部品製造～組み立てまで全てハンドメイドで製
作しています。
We produce flutes with elaborate skills and provide the instru-
ments for vast range of  customers from students to profession-
al artists. The process is 100% handmade, from
making parts to assembling them.

倉田 義之（有限会社 倉田製作所）
Yoshiyuki Kurata（Kurata-Seisakusho Co.,Ltd）

近藤 幸男（近藤鋳造所）
Yukio Kondo（Kondou-Chuzosho）

髙橋 一博（髙橋工芸）　
Kazuhiro Takahashi（Takahashi-Kogei）

フルート A Flute
￥107,000-

Tweezers
毛抜製造

木村 勇（木村商事株式会社）
Isamu Kimura（Kimura-shoji.Co.,Ltd）

Presious metal craft wares
貴金属加工芸

MAP No.15（B3）

MAP No.1（A1）

ブローチ「鳳凰」 コンテスト出品作（非売品） 
Brooch (Phoenix) Made for a contest (Not for sale)

MAP No.20（B4）

Wind instrument
管楽器組立工

MAP No.60（D4）

MAP No.9（B2）

荒川マイスターの製品荒川マイスターの製品

The products of Arakawa MeistersThe products of Arakawa Meisters

荒川区では、区内において永く同一の職業に従事し、高い技術と卓越した技能を持ち、その技術をもって後進の指導、
育成に力を注いでいる方々を、平成6年度より「荒川マイスター」として表彰しています。写真で紹介できない方は、
一覧で紹介しています。

The Arakawa Meisters are honourably recognized craftsmen who have been undertaking their businesses in the 
local area for many years. They possesses highly developed skills in their craft and use many unique techniques. 
They are currently apprenticing the youth in their trades. Those who are not shown in the main listings are covered 
in the table at the end of this pamphlet.

いろは 
iroha
￥8,500 ～

眉毛抜 
mayugenuki
￥8,500 ～

瓢
ひょうたん

箪
hyoutan
￥10,000 ～

ペンダント3点（チェーン付き） 
Pendant 3 items (with chains)
K18組紐（左） K18 Kumihimo (Left)
K18花かご（中） K18 Flower basket (Center)
K18スプーン、フォーク（右） K18 Spoon,Fork (Right)

ペンダントチャーム4点
Pendant Charm 4 items
K18ハートキー（1） K18 Heart Key (1)
K18巾着（2） K18 Drawstring purse (2)
K18バッグ（3） K18 Bag (3)
K18ハートしずく（4） K18 Heart Drop (4)

貴金属加工（スズ・アンチモニー製 小型仏像等） 
Precious metal processing (small Buddha statues made of tin 
and antimony, etc.)
価格問合せ（For price ask）

所在地
Location

ファックス
Fax

営業時間（定休日）
Business hours(Holidays)

ウェブサイト
Website

電話
Phone

携帯電話
Mobile phone

Iwao-Musical instrument-Seisakusho）

フルート A Flute
￥107,000-

価格問合せ（For price ask）
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荒川区西日暮里6-22-14
6-22-14 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
9：00a.m.～5：00p.m.
（土曜日・日曜日･祝日/Sat, Sun,Public holiday）
03-3893-6405　　03-3800-5453
http:/www.chiba-inc.co.jp/index.html

主に学校の教材として使われる木工製品を製作してお
り、中でも算数・数学の授業で用いる立体模型は全国
トップシェア。熟練の技術で一つひとつ丁寧に仕上げ
ています。
Mainly manufactures woodwork products used as 
teaching materials for schools, and among them, their 
3D models for use in arithmetic and mathematics classes 
have the top share in Japan. Each one is carefully finished 
with skillful techniques.

荒川区東尾久2-36-7 / 2-36-7 Higashi-Ogu, Arakawa-ku
9：00a.m.～5：00p.m.（日曜日/Sun）
03-3895-1903　　03-3895-1349
http://hikimono.ehoh.net/

木を丸く加工する事を専門としています。450径（約45cm）位
までの木玉、お寺の擬宝珠などを制作しています。日本に1台し
かない機械で、150径（約15cm）の3mまでの制作が可能です。
We specialize in rounding wood. We manufacture wooden balls of 
450 (about 45cm) diameter and ornamental post caps for temples. 
We can manufacture pieces up to 3m with a diameter of  150 
(about 15 cm) using the only machine of  its kind in Japan.

荒川区東尾久6-20-6
6-20-6 Higashi-Ogu, Arakawa-ku
9：00a.m.～6：00p.m.（土曜日・日曜日/Sat, Sun）
　 03-3892-6896

鋏に指を入れる輪の部分から刃先までを、一本の棒状の特殊
極軟鋼から叩き出して作り上げる「総手打ち造り」の裁断用
鋏。一代では使い切れないほど長持ちします。
From the handle to tip, the tailoring scissors made here are 
hammered out from a stick of  ultralow-carbon steel with a 
swordsmith’s precision. They will last a lifetime and beyond.

荒川区東尾久1-2-4 / 1-2-4 Higashi-Ogu, Arakawa-ku
12：00a.m.～5：00p.m.（水曜日/Wed）
03-5692-6531　　03-5692-6532
http://level-cycle.com

プロスポーツ用・通勤用・日常用途などの様々な自転車を、乗る
人の目的や体格に合わせて丁寧な手仕事で作り上げています。
写真は、変形性ひざ関節症でひざが曲がらない方でも乗れるオ
ーダーメイド自転車です。
Makes various bicycles for professional sports, commuting, daily 
use, etc. by careful handwork tailored to the needs and physique 
of  the rider. The photo shows a custom-made bicycle that can be 
used by people with osteoarthritis of  the knee who cannot bend 
their knees.

山田 光男（株式会社 ムラマツ車輌）
Mitsuo Yamada（MURAMATSU VEHICLE Co.,Ltd.）

松田 志行（株式会社 マツダ自転車工場）
Shiko Matsuda（Matsuda Cycle Factory Co.,Ltd.）

千葉 富治（有限会社千葉製作所）
Tomiharu Chiba（Chiba-Seisakusho Co.,Ltd）

渡辺 敏伸（渡辺製作所）
Toshinobu Watanabe（Watanabe-Seisakusho）

リヤカー Two-wheeled pulling cart
価格問合せ（For price ask）

桐山 弥太郎（有限会社 桐山製作所）
Yataro Kiriyama（Kiriyama-Seisakusho Co.,Ltd.）

清水 孝継（正太郎刃物製作所）
Takatsugu Shimizu（Shotaro-Hamono-Seisakusho）

Cutting tools
刃物製作

記念品、立体模型 等 Souvenirs, 3D models, etc.
価格問合せ（For price ask）

MAP No.62（D4）

MAP No.53（C4）

MAP No.16（B3）

メリケン形裁バサミ Tailoring scissors
￥600,000-

MAP No.25（C1）

Laboratory equipments
理化学機器製造

優U（ゆうゆう） Yu Yu
￥220,000～

MAP No.17（B3）

MAP No.8（B2）

Two wheeled cart
リヤカー製造

Wood products
木製品製造

荒川区南千住2-26-9 / 2-26-9 Minami-Senju, Arakawa-ku
8：00a.m.～5：00p.m.（土曜日、日曜日/Sat,Sun）
03-3803-0661　　03-3806-2809
http://www.muramatu-s.co.jp

鉄パイプを曲げて形を作り、溶接、車輪を取り付けて製作しています。荷台
下部より引手までの工程を手作業で曲げる寸分も狂わない手曲げは、長年
の経験のなせる技です。
Iron pipes are bent into shape, welded, and finished off  with wheels. All of 
the steps that go into making these carts, such as bending by hand and 
shaping the lower frame and handle, require years of  experience to perfect.

桐山ロート  
Kiriyama funnel
￥4,300～￥68,000

桐山フラスコ  
Kiriyama fl ask
￥2,900～￥28,800

荒川区東日暮里2-31-11 
2-31-11 Higashi-Nippori, Arakawa-ku
8：30a.m.～6：00p.m.（土曜日・日曜日/Sat,Sun）
03-3802-0005　　03-3801-1170
https://www.kiriyama.co.jp

化学・製薬・香料・食品会社や大学の研究室の他、多様な
業界で使用される理化学硝子機器。全てがオリジナル製
品で、丈夫さとその品質で定評があります。
Specialists in glassware for scientific use, their wares 
are used at chemistry, medical and fragrance companies, 
in university labs and other industries. All are original 
designs renaowned for their durability and quality.

Bicycles
自転車製造

木製品 Wood products
価格問合せ（For price ask）

荒川区南千住2-26-9 / 2-26-9 Minami-Senju, Arakawa-ku

鉄パイプを曲げて形を作り、溶接、車輪を取り付けて製作しています。荷台
下部より引手までの工程を手作業で曲げる寸分も狂わない手曲げは、長年

理化学機器製造理化学機器製造

桐山ロート  桐山ロート  
Kiriyama funnel

桐山フラスコ  
Kiriyama fl ask
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荒川区町屋1-2-3 / 1-2-3 Machiya, Arakawa-ku
11：00a.m.～7：00p.m.（日曜日6：00p.m.Sunday）（月曜・祝日・第
1、第3日曜日Mondays, holidays, 3rd Sunday of the month ）
03-3895-1031　　03-3895-6580
http://kobayashikendogu.main.jp/

慶応3年（1867年）創業の（有）小林一心堂の四代目として武道具
の販売修理に携わり、50年前の防具の修理を行うなど高い技術を有
しています。販売については、体の一部となるような防具を提供して
います。
Kobayashi Isshindo Co., Ltd., founded in 1867, is now run by the 4th 
generation owner, and sells and repairs martial arts equipment. 
We have repaired protective equipment with advanced technology . 
We provide protective equipment that will be like part of  your body.

荒川区東尾久1-18-10
1-18-10 Higashi-ogu, Arakawa-ku
8：00a.m.～5：00p.m.（不定休/Holidays not fixed）
03-3892-7036　　03-3892-4839

一般家庭用の畳から特殊畳（オーダー含む）までを製作。
国産素材を使用しています。この地で100年続く伝統の技
術をお届けします。
We make everything from standard household tatami mats 
to special order made tatami. We use all Japanese materials. 
Here we have been utilizing our traditional techniques for 
the last 100 years.

荒川区東日暮里6-27-3 / 6-27-3 Higashi-Nippori, Arakawa-ku
不定期/irregular（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3801-6701

一般家庭に飾る事のできる家紋や、校旗・町会旗・化粧廻し等を製作し
ています。デザインや色が決まっているものを、糸でいかに表現するかが
腕の見せ所です。手がけたものは20～30年以上も使えます。　
Family emblems for general household, school flags, town flags and 
ceremonial aprons are produced here. The strength is using threads in 
such a way as to make difference in quality while designs and colors are 
selected. Products produced so far have been used over 20 to 30 years.

髙木 尚美
Naomi Takagi

橋本 宜明（橋本畳店）　
Nobuaki Hashimoto（Hashimoto-Tatami-Ten）

「イングランド古鏡」
Old English mirrors

矢嶋 將雄（矢嶋和裁所）
Masao Yajima（Yajima-Wasaijo）

服部 元明（服部刺繡店）
Motoaki Hattori（Hattori-Shishu-ten）

Embroidery Industry
刺繍業

MAP No.10（B2）

MAP No.43（C3）

稲垣 禮子（有限会社 小林一心堂）
Reiko Inagaki（Kobayashi Isshindo Co.,Ltd）

MAP No.48（C4）

Kimono
和服製作作業

MAP No.12（B2）

修理途中の小手
Kendo Kote undergoing repairs

修理費:価格問合せ
Inquiries on prices and repair cost

Hand dyed textile work
手描友禅

Martial arts equipment repairman
武道具修理工

Tatami mat
畳工

着物（仕立て） Kimono(tailoring)
価格問合せ（For price ask）

荒川区東尾久1-25-5 / 1-25-5 Higashi-ogu, Arakawa-ku
10：00a.m.～4：00p.m.（不定休/Holidays not fixed）
　 03-3809-2047

着物、帯、コートなど和装の逸品物の色挿し部門を担当。手描
きならではの色出しと、染色技術にこだわって作品づくりをして
います。
We handle the color application for masterworks of  Japanese 
textiles including kimonos and obi. We are making products 
relying solely on dying and staining techniques unique to hand 
drawn colors.

荒川区西日暮里1-27-3 / 1-27-3 Nishi-Nippori, Arakawa-ku
8：30a.m.～6：00p.m.（日曜日・祝日/Sun, Public holidays）
　 03-3801-2734

どの模様を引き立てさせたいか、仕立て後にどれくらい目が詰まる
か、あらかじめ生地の模様や目を読み、すべて手作業でそれにあっ
た仕立てを行っています。
Hand tailoring requires consideration of  patterns and textures of 
the fabric before proceeding with the cutting. Special care is taken 
concerning pattern placement and how much the fabric will shrink 
after sewing.

化粧廻し（左） 
Ceremonial Aprons (Left)
家紋（中） 
Family emblems (Center)
旗幕一般（右） 
Banners and Curtains in general (Right)
価格問合せ（For price ask）

縁なし畳（左） 
Tatami mat without border (Left)

紋
もんべり

縁（右） 
Monberi (Patterned border)
(Right)
表替 5,500円～

（Refacing tatami mats）

荒川区荒川4-44-2 / 4-44-2 Arakawa, Arakawa-ku
9：00a.m.～5：00p.m.
（日曜日・祝日/ Sun, Public holidays ）
03-3807-0594　　03-3802-5196

熱工学を専攻し、耐火材のメーカで工事を担当。先代か
ら受け継ぎ、豊富な経験と技術を活かした施工は、客先
やエンドユーザーの厚い信頼を得ています。（１級築炉技
能士）
Majored in thermal engineering and was responsible for 
construction at a manufacturer of  refractory materials. 
The construction inherited from the predecessors, and 
utilizing abundant experience and techniques has earned 
deep trust from customers and end users. (First-class 
furnace technician)

近藤 正夫 
（有限会社 近藤築炉サービス）

Masao Kondo（Kondo Chikuro Co.,Ltd.）

MAP No.40（C3）

各種工業炉、ボイラー、その他の炉 
Industrial furnace, a boiler, other furnaces
価格問合せ（For price ask）

Furnace building
築炉工

MAP No.35（C2）

荒川区東日暮里6-27-3 / 6-27-3 Higashi-Nippori, Arakawa-ku

一般家庭に飾る事のできる家紋や、校旗・町会旗・化粧廻し等を製作し
ています。デザインや色が決まっているものを、糸でいかに表現するかが

Family emblems for general household, school flags, town flags and 

化粧廻し（左） 化粧廻し（左） 
Ceremonial Aprons (Left)Ceremonial Aprons (Left)

25

和服製作作業和服製作作業

着物（仕立て） 
価格問合せ（For price ask）

Tatami mat
畳工

縁なし畳（左） 
Tatami mat without border (Left)Tatami mat without border (Left)

紋
もんべり

縁（右） 
Monberi (Patterned border)Monberi (Patterned border)
(Right)
表替 5,500円～

（Refacing tatami mats）（Refacing tatami mats）

写真差し替え予定
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荒川区荒川3-26-3
3-26-3 Arakawa, Arakawa-ku
10：00a.m.～5：00p.m.
（土曜日・日曜日・祝日/Sat,Sun,Public holidays）
03-3807-7641

平成27年度 東京都優秀技能者（東京マイスター）
知事賞を受賞。他では引き受けられない、高度な技
術を要する時計の修理に定評があります。修理価格
は全て見積もりし、修理後のアフターフォローも万
全です。

荒川区町屋5-9-3-2104
5-9-3-2104 Machiya, Arakawa-ku
03-3809-5312

日本舞踊などの踊り手に化粧を施す職人で、巧みな技術
と深い知識を持っています。
Makeup artist for dancers including Japanese classical ones 
with excellent skills and profound knowledge.

荒川区南千住4-3-3  / 4-3-3 Minami-Senju, Arakawa-ku
9：00a.m.～11：30a.m. / 1：00p.m.～4：00p.m.
（日曜日・第2・3・4・5土曜日・祝日・年末年始/Sun,2nd,3rd,4th & 
5th Sat , Public holidays , New year holidays）
03-5615-3313　　03-3891-3293
http://www.kousaikai.or.jp/support/

卓越した技能者に送られる「現代の名工」（厚生労働大臣賞）を
令和２年に受賞。日本の義肢装具製作の第一人者として利用者
様のニーズに寄り添った義足を製作します。
Received the Contemporary Master Craftsman awards of  Minister 
of  Health, Labor and Welfare Award in 2020 that is given to 
outstanding skilled workers. As a leading expert in the 
manufacture of  prosthetics in Japan, we manufacture prosthetic 
legs that meet user needs.

荒川区町屋3-7-2 / 3-7-2 Machiya, Arakawa-ku
7：00a.m.～7：00p.m.（日曜日/Sun）
03-3809-3753　　03-3809-3756

豆乳の濃度にこだわった豆腐は味わいがあり、旨みを逃が
さず手早く仕上げる技術がその品質を支えています。　
Thick soy milk they use creates tasty Tofu. Quick handling 
is the key to preserving the fresh flavors.

荒川区東日暮里5-50-5
5-50-5 Higashi-Nippori, Arakawa-ku
11：30a.m. ～2：30p.m./5：00p.m. ～9：00p.m.
（土日はクローズなし/Always open on weekends）
03-3803-1234
https://www.hotellungwood.com/　　

数多くの料亭やホテルで研鑽を積み、日本料理技能
士、 専門調理師、東京都優良調理師の称号を取得する
など、高い技術を有しています。
We have the highest degree of  cooking expertise after 
studying numerous restaurants and hotels, attaining the 
titles of  Japanese cuisine technical master, expert chef, 
and Tokyo excellent chef.

松永 一春
 （ホテルラングウッド日本料理課）
Kazuharu Matsunaga

（Hotel Lungwood The Japanese food department）

前山田 三男（山田時計技術店）　
Mitsuo Maeyamada（Yamada-Tokei-Gijyutsuten）

宮田 肇（宮田メーク）　
Hajime Miyata（Miyata Me-Ku）

臼井 二美男
（公益財団法人鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター）
Fumio Usui

（Pablic interest incorporated association Kosaikai Prosthetic limb support center）

渡部 昭彦（寿司処江戸翔）
Akihiko Watanabe（Sushidokoro-Edosho）

鯨井 安雄（有限会社 朝日屋鯨井商店）
Yasuo Kujirai（Asahiya-Kujirai-shoten Co.,Ltd）

Tofu
豆腐製造

MAP No.24（B4）

MAP No.33（C2）

Sushi
調理師（寿司職人）

おまかせ会席 Banquet seats
￥4,500-

MAP No.45（C3）

MAP No.30（C1）

MAP No.64（E3）

Clock smith
時計技術者

Makeup
顔師

Prosthetist and orthotist
義肢装具士

荒川区荒川2-1-6 / 2-1-6 Arakawa, Arakawa-ku
11：30a.m.～1：00p.m./5：00p.m.～10：30p.m.
（月曜日 祝日営業翌日休み/Mon）
03-3806-3299　　03-3803-8728
http://www.edoshou.com

「ものづくり・匠の技の祭典 2016」において「地域の匠」
として表彰。熟練した腕による本物の味。伝統の技を守
りつつ、斬新に作り出される驚愕の寿司をご堪能下さい。
Awarded the “Regional Artisan” award at the “2016 
Celebration of  Craftsmanship Awards.”Authentic taste 
offered by an experienced sushi chef. Enjoy amazing sushi 
dish made with a combination of  traditional skills and novelty.

電池交換代 Battery replacement fee
国産品￥1,000 ～、外国品問い合せ

Japanese Items: 1000 yen, inquire 
for prices of foreign items

義肢装具　prosthetic limb
価格問合わせ（For price ask）

ごま豆腐 
Sesame Tofu
￥210-

ざる豆腐 
Tofu in basket
￥290-/390-

竹筒豆腐（ゆず入り）
Yuzu orange Tofu in bamboo
￥250-

Japanese food
調理師（日本料理人）

MAP No.42（C3）

隈取共奴
Kumadori-Tomoyakko

祝い寿司 
Sushi for celebrations

5人前～（5servings～）￥13,000～

Winner of  the 2015 Tokyo Excellent Technician (Tokyo Meister) 
Governor’s Award. We are recognized for our ability to repair 
clocks that require advanced technology others are unable to 
handle. We will give advanced quotes on repair costs,and give 
excellent aftercare following repairs.
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2-34-3 Nishi-Nippori, Arakawa-ku　　03-3891-6615
090-1534-6615

Metal processor
Makoto Iwabuchi

Manufacturer of bags and pouches
Osamu Kashima

Wood coating painter
Masaichi Kaneko

Wire brush manufacturer
Yoshihiro Kawaguchi

Construction painters with 1st grade certification
Soichi Ihara

その他の荒川マイスターの技術 Other Arakawa Meisters

金糸・銀糸をふんだんに使った花嫁衣裳など、難しい縫製に秀でた技術を持っています。

荒川区町屋3-13-7　　03-3892-8035

和裁技能士
赤羽根 ソノエ

Excellent at complex sewing such as wedding kimonos ornamented with gold and silver yarns.

3-13-7 Machiya, Arakawa-ku　　03-3892-8035

Japanese dressmaking technicians
Sonoe Akabane

Polishing skills are highly respected for their steadiness and for providing demanded quality accurately.

1-26-3 Higashi-Ogu, Arakawa-ku　　03-3895-1142

Cutting tool grinder
Koichi Ichimura

We have the certification of  1st grade painter for construction, and are able to paint witthe grain of  wood and 
stone, and possess painting skills that have become rare these days.

6-20-4 Higashi-Nippori, Arakawa-ku　　03-3891-5792

Can recognize workings on a scale of  microns and is the master in handling the “rokuro” lathe.

3-25-8 Nishi-Ogu, Arakawa-ku　　03-3810-0608

We have exceptional skills including sewing while making adjustments by looking and touching layers of  fabric.

First class wood coating certified worker and appreciated by his fine coating skills that enables careful finish.

2-30-2 Higashi-Ogu, Arakawa-ku　　03-3895-7096

This master brushmaker is skilled at arranging the fibres in the helve to create brushes of  exact sizes.

2-6-10 Higashi-Nippori, Arakawa-ku　　03-3801-3400

基礎に忠実な研磨技術と、メーカーやユーザーからの要求に的確に応える技術の高さに
定評があります。

荒川区東尾久1-26-3　　03-3895-1142

切削工具研磨
市村 公一（有限会社 丸一研磨工業所）

建築塗装技能士 1 級の資格を持ち、木目描や石目描等、現在では希少になった塗装技術
を有しています。

荒川区東日暮里6-20-4　　03-3891-5792

一級建築塗装
伊原 創一（株式会社 伊原塗装）

高度な数ミクロンを判別する技術、また「ロクロ」と呼ばれる道具を使いこなす技術を持っ
ています。

荒川区西尾久3-25-8　　03-3810-0608

金属加工業
岩渕 誠

幾重にも重なる生地を見た目と指先の感覚で調整し縫製するなど、卓越した技能を有し
ています。

荒川区西日暮里2-34-3　　03-3891-6615　　090-1534-6615

かばん・袋物製造工
賀島 修（賀島加工所）

木工塗装一級技術技能士の資格を有し、高度な塗装技術による丁寧な仕上げに定評が
あります。

荒川区東尾久2-30-2　　03-3895-7096

木工塗装工
金子 雅一（有限会社 精工塗装所）

小さなブラシを柄に挟み、外径を出して毛の部分を寸法通りに整えていく高度な技術を
持っています。

荒川区東日暮里2-6-10　　03-3801-3400

ワイヤブラシ製造
川口 善弘（川口ワイヤーブラシ製作所）
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Japanese dressmaking technicians
Sadako Nakamura

Chinese chef
Kazuo Fujisawa

Barber 
Hitoshi Dohi

Fish merchant
Norio Kizuka

Architectural paintings
Toshio Takahashi

その他の荒川マイスターの技術 Other Arakawa Meisters

経験が生み出した技と目利きで魚のおいしさを伝え、さらに魚の知識や調理技術の普及、
継承にも取り組んでいます。

荒川区荒川1-21-1　　03-3891-9582

鮮魚調理販売
木塚 順夫（魚松）

We continue to bring out the excellent flavors of  fish with our skills and judgement developed through experi-
ence, spread knowledge about fish and the best preparation techniques.

1-21-1 Arakawa, Arakawa-ku　　03-3891-9582

First class skilled worker in architectural painting, also known for his special coating finishing method.

4-20-5 Higashi-Nippori, Arakawa-ku　　03-3891-2703

A master of  the “iron perm” technique. A technique he developed that is widely used in the trade.

1-44-12 Nishi-Nippori, Arakawa-ku　　03-3801-5135

Still honing kimono tailoring skills at the Kimono Sewing Research Institute while exploring new designs and 
sewing techniques.

4-42-8 Higashi-Ogu, Arakawa-ku　　03-3800-3017

Expert in creating delicious and healthy menus based on rich knowledge and deep experience.

4-21-4 Higashi-Nippori, Arakawa-ku　　03-3801-8977

一級建築塗装技能士としての技法だけではなく、特殊塗装仕上工法も手掛けています。

荒川区東日暮里4-20-5　　03-3891-2703

建築塗装
髙橋 俊雄（高文建装 有限会社）

アイロンパーマの第一人者で、独自開発した技法は業界に広く普及しています。

荒川区西日暮里1-44-12　　03-3801-5135

理容師
土肥 齊（理容キリン）

和裁の道一筋に歩みつづけ、現在もなお和裁研究所で新しいデザインや裁縫の研究を重
ねています。

荒川区東尾久4-42-8　　03-3800-3017

和裁技能士
中村 さだ子（中村和裁教室）

豊富な知識と技能を活かし、美味しく健康に配慮したメニューを考案しています。

荒川区東日暮里4-21-4　　03-3801-8977

中華料理人
藤澤 和男（中国料理 美寿治）
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あらかわの伝統技術展あらかわの伝統技術展 本庁舎１階ロビー本庁舎１階ロビー

荒川の匠育成事業（伝統工芸技術の継承者育成）荒川の匠育成事業（伝統工芸技術の継承者育成）

あらかわ伝統工芸ギャラリーあらかわ伝統工芸ギャラリー

The Arakawa Traditional Handicraft FairThe Arakawa Traditional Handicraft Fair
Arakawa City Office Main Building 1st Floor LobbyArakawa City Office Main Building 1st Floor Lobby

Arakawa Artisans Training Project (Training Successors of Traditional Craft Techniques)Arakawa Artisans Training Project (Training Successors of Traditional Craft Techniques)

Arakawa Traditional craft galleryArakawa Traditional craft gallery

Artists, mainly traditional craftsmen living in Arakawa city, several Arakawa Meister, and 
artisan from other cities get together to exhibit, put products up for sale and demonstrate 
their techniques. There are booths for hands-on exhibits, tales from the craftsmen and a 
section dedicated to the industries and sightseeing spots of Arakawa.

In Arakawa city, traditional crafts and products made by the Arakawa Meisters are promoted
under the “Arakawa Brand” in a display on the first floor of the Arakawa city office main 
building. Exhibits are changed regularly, so throughout the year visitors can view items made 
by artisans with world-class technology.

Traditional artisanship is a valuable intangible cultural property that has been passed down 
since the Edo period, and many artisans are active in the city. The “Arakawa Artisans 
Training Project” supports the training of successors by connecting artisans and young 
people who wish to engage in work involving traditional craft techniques in order to pass 
on the skills of these artisans to the next generation. Today, there are more than 10 young 
active artisans.

This is a space where visitors can feel the charm of Arakawa city’ s traditional craft 
techniques. In addition to displays of numerous traditional craft items carefully made by 
artisans in Arakawa city, there are also videos of the techniques of these artisans. 
Demonstrations and hands-on events by artisans are also held regularly.

荒川区の伝統工芸技術保持者を中心に、荒川マイスター、区外の伝統工
芸職人が集まり実演・展示・販売を行います。会場では職人の技術、工
芸品にふれることができます。その他、職人体験コーナーや職人よもやま
話、産業と観光のＰＲコーナーなどがあります。

荒川区では、「荒川ブランド」としてPRを行っている伝統工
芸品や荒川マイスター製品等を区役所本庁舎１階ロビーに
常設展示しています。定期的に展示品の入れ替えをしていま
すので、年間をとおして、一流の技術を持った職人が心を込
めて製作した製品を見学することができます。

伝統工芸技術は、江戸時代以来受け継がれてきた貴重な無形文化財であり、区内では多く
の職人さんが活躍しています。「荒川の匠育成事業」は、こうした職人の持つ技術を次世代
に継承するため、職人さんと伝統工芸技術の仕事に携わることを希望する若者を結び、継
承者の育成を支援する事業です。今では10 名以上の若手職人たちが活躍しています。

荒川ふるさと文化館に併設した、荒川区の伝統
工芸技術の魅力を体感できる空間です。区内の
職人が丹精込めて製作した数々の伝統工芸品の
展示を行うほか、職人の技を映像等で紹介しま
す。職人による実演や体験イベントも定期的に開
催しています。

関 連イベント・施 設 　 E v e n t s  a n d  f a c i l i t i e s関 連イベント・施 設 　 E v e n t s  a n d  f a c i l i t i e s
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荒川ふるさと文化館荒川ふるさと文化館

モノづくり見学・体験スポットモノづくり見学・体験スポット

Arakawa Furusato MuseumArakawa Furusato Museum
Handicraft observation and trial spotHandicraft observation and trial spotThe museum displays historical and cultural materials from Arakawa city. In addition to exhibits of 

artifacts unearthed from Japan’s prehistoric Jo- mon and Yayoi eras, the museum displays antique 
documents, ukiyo-e woodblock prints and a replica of a Japanese home from the 1960s （when Japan 
first began to flourish economically）. Explanations are available only in Japanese.

In Arakawa city, in order to introduce as many people as possible to these crafts, with the 
cooperation of some traditional artisans and Arakawa Meisters, we are providing 
“Handicraft observation and trial spots” where visitors can see the process of production and 
try out making items in the workshop or factory.（As of March 2021 there are 33 locations.）

荒川ふるさと文化館は、郷土の歴史・文化を楽しみながら学び、探
求する場として開館しました。常設展示・企画展示などを開催する
他、区の文化財である伝統工芸技術等の保存・普及を行っています。 荒川区では、モノづくりをさらに多くの方に知っていただくために、一部の伝統工

芸の職人や荒川マイスターの方々のご協力をいただき、製造工程の見学やモノづくり
の体験ができる工場・工房等を「モノづくり見学・体験スポット」 としてご紹介し
ています。 （令和3年3月現在32箇所）

【所在地】〒116-0003 荒川区南千住6-63-1
【電　話】03-3807-9234
【休館日】月曜日（月曜日が祝日に当たる場合は開館し、翌日が休館）、年末年始、館内整理日

衣裳着人形製作工程見学
Observe the process of making

costumed dolls

リヤカー製造工程見学
Observe the manufacturing 

process of rear cars

【Location】〒116-0003 6-63-1 Minami-senju, Arakawa-ku
【 P h o n e 】03-3807-9234
【Closed】Monday（When the Monday is the public holiday, we are open on that Monday a nd be  
 closed on the next day.） New year holidays, Inspection days

荒川ふるさと文化館 発行の冊子等
Pamphlets and films published by the Museum

■ “Dento ni Ikiru（ Living in the tradition）” Distributed for a fee（ 330 yen）
This booklet was issued to commemorate “The 30th Arakawa Traditional Techniques Fair”
held in December 2009. It introduces the history of the Arakawa Traditional Techniques Fair.

■ “Arakawa craftsman’ s historical world”（200 yen）
A pictorial record of the special exhibition held in 1999.

■ “Discover it again! The work of Arakawa artisans – traditional craft exhibition” paid  
 distribution（460 yen）

This is an illustrated book of the proposal made for 2012.
■ “Welcome to Arakawa, the town of works: The Historical World of Arakawa and  
 Craftsmen Part 2” （550 yen）

A pictorial record of the special exhibition held in 2018.
■ “Arakawa ni Waza ari! Arakawa Shokunin map

（Skills are here in Arakawa! Arakawa artisans map）” Free distribution
Introducing the location of the traditional craftsmen and Arakawa Meisters.

■ Documentary film “Dento ni Ikiru - Arakawa no Kogei gijutsu -
 （Living in the tradition - artisans of Arakawa -）”

The documentary introduces the traditional artisans and their skills.
You can view it on the ward’ s website and YouTube channel.

■ 第30回あらかわの伝統技術展記録誌『伝統に生きる』　有償頒布（￥330）
平成21年の「第30回あらかわの伝統技術展」を記念して発行されました。
伝統技術展の歩みを紹介しています。

■『あらかわ職人の歴史世界』　有償頒布（￥200）
平成11年度に開催された企画展の図録です。

■『再発見 ! あらかわの匠の仕事－伝統工芸品展－』　有償頒布（￥460）
平成24年度に開催された企画展の図録です。

■『ようこそ匠の町あらかわへ〜あらかわと職人の歴史世界Part2〜』　有償頒布（￥550）
平成30年度に開催された企画展の図録です。

■『あらかわに技あり！あらかわ職人マップ』　無償頒布
伝統工芸の職人及び荒川マイスターの所在地を紹介しています。

■ 記録映像「伝統に生きる－あらかわの工芸技術－」
荒川区指定無形文化財である職人の技術を紹介しています。区HP、区YouTubeでご覧いただけます。

三味線演奏体験
Try playing the Shamisen

べっ甲細工製造工程見学
Observe the manufacturing 

process of tortoiseshell work.

自転車製造工程見学
Observe the manufacturing 

process of bicycles

提灯文字入れ体験
Try adding text to lanterns
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倉田 義之（Yoshiyuki Kurata）
堀田 義久（Yoshihisa Hotta）
角 光男（Mitsuo Kaku）
竹澤 光雄（Mitsuo Takezawa）
加藤 金治（Kinji Kato）
井出 英世（Hideyo Ide）
田尻 和久（Kazuhisa Tajiri）
渡辺 敏伸（Toshinobu Watanabe）
髙橋 一博（Kazuhiro Takahashi）
髙木 尚美（Naomi Takagi）
森田 孝雄（Takao Morita）
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A2
B1
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B2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

橋本 宜明（Nobuaki Hashimoto）
松本 隆一・育祥（Ryuichi/Yasuyoshi Matsumoto）
菓子 滿（Mitsuru Kashi）
横山 結紀雄（Yukio Yokoyama）
松田 志行（Shiko Matsuda）
千葉 富治（Tomiharu Chiba）
田村 尚子（Naoko Tamura）
田中 作典（Sakunori Tanaka）
木村 勇（Isamu Kimura）
川嶋 秀勝（Hidekatsu Kawashima）
関岡 裕介（Yusuke Sekioka）
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B2
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B3
B3
B3
B3
B3
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B4

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

武関 章（Akira Buseki）
松永 一春（Kazuharu Matsunaga）
清水 孝継（Takatsugu Shimizu）
菅原 悦夫（Etsuo Sugawara）
石田 一郎（Ichiro Ishida）
松崎 啓三郎（Keizaburo Matsuzaki）
田中 清介（Seisuke Tanaka）
宮田 肇（Hajime Miyata）
梶田 秀樹（Hideki Kajita）
前森 宏之（Hiroyuki Maemori）
鯨井 安雄（Yasuo Kujirai）
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33

朝香 元晴（Motoharu Asaka）
稲垣 禮子（Reiko Inagaki）
村井 正孝・泰雄（Masataka/Yasuo Murai）
竹中 重男・温恵（Shigeo/Yoshie Takenaka）
桶谷 輝明（Teruaki Oketani）
深津 佳子（Yoshiko Fukatsu）
近藤 正夫（Masao Kondo）
齋藤 正一郎（Shoichiro Saito）
渡部 昭彦（Akihiko Watanabe）
矢嶋 將雄（Masao Yajima）
笠原 以津子（Itsuko Kasahara）
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前山田 三男（Mitsuo Maeyamada）
渡辺 光（Hikaru Watanabe）
長澤 武久・利久（Takehisa/Toshihisa Nagasawa）
服部 元明（Motoaki Hattori）
中村 泰士（Yasuhito Nakamura）
井上 喜夫・健志（Yoshio/Takeshi Inoue）
福士 豊二（Toyoji Fukushi）
根本 一德（Kazunori Nemoto）
桐山 弥太郎（Yataro Kiriyama）
吉田 一司・栗原 大地（Hitoshi Yoshida/Daichi Kurihara）
戸村 絹代（Kinuyo Tomura）
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中根 喜三郎（Kisaburo Nakane）
畠山 弘（Hiroshi Hatakeyama）
石井 達也（Tatsuya Ishii）
石塚 昭一郎（Shoichiro Ishizuka）
近藤 幸男（Yukio Kondo）
村田 修一・健一郎（Shuichi/Kenichiro Murata）
山田 光男（Mitsuo Yamada）
片山 昭（Akira Katayama）
臼井 二美男（Fumio Usui）
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